
筑後川マラソン2022
フィニッシュ選手一覧（ハーフB 男子・女子 ）

種目名 順位 ゼッケン番号 名称 名称カナ チーム名 都道府県 市区町村 10km(グロスタ
イム)

フィニッシュタイ
ム

ハーフB男子 1 5001 田邊　篤 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 大分県 豊後高田市 0:32:44 1:10:12
ハーフB男子 2 5002 坂田　健児 ｻｶﾀ ｹﾝｼﾞ ｌａｄｄｅｒ 福岡県 北九州市 0:33:29 1:11:24
ハーフB男子 3 5015 木原　愼吾 ｷﾊﾗ ｼﾝｺﾞ 福岡県 春日市 0:35:57 1:19:54
ハーフB男子 4 5006 阿部　聡 ｱﾍﾞ ｻﾄﾙ 福岡県 福岡市 0:38:21 1:20:36
ハーフB男子 5 5004 松平　泰 ﾏﾂﾋﾗ ﾔｽｼ 支払基金 愛媛県 松山市 0:38:03 1:21:11
ハーフB男子 6 5007 永尾　哲則 ﾅｶﾞｵ ﾃﾂﾉﾘ 佐賀県 佐賀市 0:38:17 1:21:45
ハーフB男子 7 5036 竹川　博 ﾀｹｶﾜ ﾋﾛｼ 福岡県 北九州市 0:39:00 1:22:25
ハーフB男子 8 5003 徳永　彪 ﾄｸﾅｶﾞ ﾋｮｳ 佐賀陸上競技会 佐賀県 小城市 0:38:14 1:24:23
ハーフB男子 9 5018 黒木　順也 ｸﾛｷ ｼﾞｭﾝﾔ 福岡県 福岡市 0:41:06 1:28:15
ハーフB男子 10 5017 外間　匠 ﾎｶﾏ ﾀｸﾐ 九大医水 福岡県 福岡市 0:40:17 1:29:04
ハーフB男子 11 5068 井上　滉基 ｲﾉｳｴ ｺｳｷ 九州大学 福岡県 久留米市 0:41:15 1:29:54
ハーフB男子 12 5012 野口　聡利 ﾉｸﾞﾁ ｱｷﾄｼ 福岡県 福岡市 0:41:38 1:30:03
ハーフB男子 13 5019 藤川　信久 ﾌｼﾞｶﾜ ﾉﾌﾞﾋｻ 熊本県 熊本市 0:42:38 1:30:28
ハーフB男子 14 5013 馬場　雅人 ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻﾄ ムーンスター 福岡県 久留米市 0:39:29 1:30:39
ハーフB男子 15 5071 福田　雄太 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀ 福岡病院 福岡県 春日市 0:43:58 1:31:27
ハーフB男子 16 5055 大山　政隆 ｵｵﾔﾏ ﾏｻﾀｶ 熊本県 天草市 0:42:12 1:31:37
ハーフB男子 17 5032 佐東　巌聡 ｻﾄｳ ﾐﾁｱｷ 大分県 大分市 0:43:23 1:32:21
ハーフB男子 18 5030 田尻　守拡 ﾀｼﾞﾘ ﾓﾘﾋﾛ 福岡県 久留米市 0:43:34 1:32:22
ハーフB男子 19 5044 林　健太 ﾊﾔｼ ｹﾝﾀ 福岡県 福岡市 0:44:00 1:32:48
ハーフB男子 20 5040 小笠原　篤 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾂｼ 長崎県 長与町 0:43:34 1:32:50
ハーフB男子 21 5010 松木　孝仁 ﾏﾂｷ ﾀｶﾋﾄ 宮崎県 宮崎市 0:42:39 1:33:13
ハーフB男子 22 5189 小林　学 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾞｸ 福岡県 久留米市 0:44:56 1:33:21
ハーフB男子 23 5016 荒牧　大輔 ｱﾗﾏｷ ﾀﾞｲｽｹ 福岡県 福岡市 0:38:44 1:33:46
ハーフB男子 24 5005 小椋　新之介 ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾉｽｹ 福岡県 北九州市 0:42:07 1:33:52
ハーフB男子 25 5072 下妻　大樹 ｼﾓﾂﾞﾏ ﾋﾛｷ 福岡県 飯塚市 0:44:22 1:33:52
ハーフB男子 26 5020 村上　将太 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾀ 熊本県 熊本市 0:41:36 1:34:34
ハーフB男子 27 5033 福澤　賢作 ﾌｸｻﾞﾜ ｹﾝｻｸ 福岡県 粕屋町 0:44:09 1:36:09
ハーフB男子 28 5035 宮崎　貴士 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 佐賀県 嬉野市 0:44:14 1:36:21
ハーフB男子 29 5011 秦　親房 ﾊﾀ ﾁｶﾌｻ 大阪長居ＡＣ 大阪府 東大阪市 0:43:27 1:36:34
ハーフB男子 30 5076 内田　修 ｳﾁﾀﾞ ｵｻﾑ 福岡県 北九州市 0:46:30 1:37:04
ハーフB男子 31 5051 尾座本　一起 ｵｻﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ クッキーズ 福岡県 筑紫野市 0:43:20 1:37:34
ハーフB男子 32 5208 金城　歩 ｷﾝｼﾞｮｳ ｱﾕﾑ 九州大学 福岡県 福岡市 0:47:00 1:37:40
ハーフB男子 33 5052 柿本　潔 ｶｷﾓﾄ ｷﾖｼ 福岡県 太宰府市 0:44:01 1:37:42
ハーフB男子 34 5047 小坪　寛 ｺﾂﾎﾞ ｶﾝ 福岡県 北九州市 0:45:33 1:38:27



ハーフB男子 35 5073 岡本　亮一郎 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ 佐賀県 武雄市 0:47:31 1:38:53
ハーフB男子 36 5176 大坪　諒平 ｵｵﾂﾎﾞ ﾘｮｳﾍｲ 福岡県 福岡市 0:46:22 1:39:13
ハーフB男子 37 5024 甲斐　元啓 ｶｲ ﾓﾄﾋﾛ メディア総研 大分県 大分市 0:47:33 1:39:18
ハーフB男子 38 5093 大澤　登 ｵｵｻﾜ ﾉﾎﾞﾙ 福岡県 久留米市 0:48:28 1:39:29
ハーフB男子 39 5109 平野　隆晶 ﾋﾗﾉ ﾀｶｱｷ 福岡県 筑紫野市 0:48:35 1:39:56
ハーフB男子 40 5022 鍋藤　博一 ﾅﾍﾞﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ 福岡県 北九州市 0:44:29 1:40:10
ハーフB男子 41 5254 藤路　陽 ﾄｳﾛ ﾐﾅﾐ ＯＲＥＣ 福岡県 久留米市 0:48:58 1:40:42
ハーフB男子 42 5070 中原　涼治 ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳｼﾞ 福岡県 宗像市 0:46:47 1:40:55
ハーフB男子 43 5082 勝本　孝宣 ｶﾂﾓﾄ ﾀｶﾉﾌﾞ らこのかい 福岡県 福岡市 0:47:59 1:41:24
ハーフB男子 44 5074 岩渕　重雄 ｲﾜﾌﾞﾁ ｼｹﾞｵ コニカミノルタ 福岡県 福岡市 0:47:36 1:41:30
ハーフB男子 45 5054 末廣　香織 ｽｴﾋﾛ ｶｵﾙ アヒレス会 福岡県 福岡市 0:47:44 1:41:34
ハーフB男子 46 5239 今村　純三郎 ｲﾏﾑﾗ ｼﾞｭﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 長崎県 長崎市 0:48:37 1:41:42
ハーフB男子 47 5199 木村　昌真 ｷﾑﾗ ｼｮｳﾏ 福病准看 福岡県 春日市 0:49:39 1:41:44
ハーフB男子 48 5027 酒井　康介 ｻｶｲ ｺｳｽｹ 佐賀県 鳥栖市 0:46:17 1:41:48
ハーフB男子 49 5090 池田　豊 ｲｹﾀﾞ ﾕﾀｶ 福岡県 久留米市 0:47:25 1:42:35
ハーフB男子 50 5234 堀　成昭 ﾎﾘ ｼｹﾞｱｷ 博多港管理 福岡県 福岡市 0:49:40 1:42:44
ハーフB男子 51 5050 木下　聡 ｷﾉｼﾀ ｻﾄｼ 福岡県 久留米市 0:48:34 1:42:54
ハーフB男子 52 5089 永田　博文 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ 福岡県 太宰府市 0:48:51 1:42:57
ハーフB男子 53 5069 塩田　啓 ｼｵﾀ ﾋﾛｼ 東京都 調布市 0:47:17 1:43:11
ハーフB男子 54 5083 竹元　要 ﾀｹﾓﾄ ｶﾅﾒ 福岡県 福岡市 0:46:59 1:43:11
ハーフB男子 55 5034 菅　聡一郎 ｽｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 福岡県 水巻町 0:49:16 1:43:23
ハーフB男子 56 5028 林田　光晴 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾐﾂﾊﾙ 福岡県 久留米市 0:49:12 1:43:47
ハーフB男子 57 5057 馬場　宏 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛｼ 九州電力株式会 鹿児島県 薩摩川内市 0:47:44 1:44:02
ハーフB男子 58 5059 蓮田　究 ﾊｽﾀﾞ ｷﾜﾑ 熊本県 熊本市 0:49:34 1:44:08
ハーフB男子 59 5499 根津　唯人 ﾈﾂﾞ ﾕｲﾄ 福岡県 筑紫野市 0:56:41 1:44:43
ハーフB男子 60 5063 岩堀　学 ｲﾜﾎﾘ ﾏﾅﾌﾞ 熊本県 熊本市 0:49:34 1:45:11
ハーフB男子 61 5091 宮嵜　義人 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼﾋﾄ 福岡県 直方市 0:49:37 1:45:43
ハーフB男子 62 5088 亀井　敏裕 ｶﾒｲ ﾄｼﾋﾛ 福岡県 福岡市 0:49:42 1:45:55
ハーフB男子 63 5201 中井　亨 ﾅｶｲ ｱｷﾗ 福岡病院 福岡県 春日市 0:50:20 1:45:58
ハーフB男子 64 5064 赤塚　主宗 ｱｶﾂｶ ﾕｷﾋﾛ 長崎県 長崎市 0:50:15 1:46:10
ハーフB男子 65 5273 綿谷　知久 ﾜﾀﾔ ﾄﾓﾋｻ 福岡県 北九州市 0:52:37 1:46:37
ハーフB男子 66 5171 原田　隼明 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｱｷ 佐賀県 基山町 0:49:27 1:46:44
ハーフB男子 67 5094 服巻　靖 ﾊﾗﾏｷ ﾔｽｼ 佐賀県 佐賀市 0:52:43 1:46:52
ハーフB男子 68 5043 西川　輝幸 ﾆｼｶﾜ ﾃﾙﾕｷ 佐賀県庁 佐賀県 佐賀市 0:51:41 1:47:29
ハーフB男子 69 5130 松井　康浩 ﾏﾂｲ ﾔｽﾋﾛ 福岡県 筑紫野市 0:53:53 1:48:06
ハーフB男子 70 5303 荒武　良総 ｱﾗﾀｹ ﾖｼﾌｻ 福岡県 福岡市 0:48:43 1:48:08
ハーフB男子 71 5131 牧　貴浩 ﾏｷ ﾀｶﾋﾛ 熊本県 菊池市 0:49:39 1:48:14
ハーフB男子 72 5498 野村　良典 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 福岡県 春日市 0:56:41 1:48:24
ハーフB男子 73 5061 松永　清一郎 ﾏﾂﾅｶﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 大分県 九重町 0:51:25 1:48:34



ハーフB男子 74 5108 吉松　直樹 ﾖｼﾏﾂ ﾅｵｷ ＢＥＡＮＳ 福岡県 福岡市 0:52:45 1:48:38
ハーフB男子 75 5077 宮田　篤郎 ﾐﾔﾀ ｱﾂﾛｳ 鹿児島陸協 鹿児島県 鹿児島市 0:50:47 1:48:41
ハーフB男子 76 5046 松田　博光 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 福岡県 福岡市 0:46:58 1:48:51
ハーフB男子 77 5121 江口　宏明 ｴｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 福岡県 福岡市 0:51:10 1:48:59
ハーフB男子 78 5116 岡田　茂裕 ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞﾋﾛ ムラサキスポー 福岡県 福岡市 0:51:04 1:49:31
ハーフB男子 79 5497 中岸　達也 ﾅｶｷﾞｼ ﾀﾂﾔ 福岡県 久留米市 0:56:41 1:49:32
ハーフB男子 80 5117 角田　尚弘 ﾂﾉﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 昭和メンテナン 佐賀県 佐賀市 0:51:15 1:49:45
ハーフB男子 81 5133 田中　幸喜 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 西有田中 佐賀県 伊万里市 0:53:22 1:50:11
ハーフB男子 82 5023 福島　祐樹 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｷ 熊本県 熊本市 0:49:02 1:50:20
ハーフB男子 83 5190 大石　健太郎 ｵｵｲｼ ｹﾝﾀﾛｳ 福岡県 粕屋町 0:52:24 1:50:35
ハーフB男子 84 5457 井福　一仁 ｲﾌｸ ｶｽﾞﾋﾄ 福岡県 春日市 0:56:41 1:50:42
ハーフB男子 85 5281 和田　健 ﾜﾀﾞ ﾀｹｼ 翔薬 福岡県 大野城市 0:52:45 1:50:59
ハーフB男子 86 5260 片山　幸樹 ｶﾀﾔﾏ ｺｳｼﾞｭ 福岡県 宗像市 0:52:34 1:51:02
ハーフB男子 87 5062 吉井　浩実 ﾖｼｲ ﾋﾛﾐ 長崎県 長崎市 0:49:46 1:51:03
ハーフB男子 88 5503 大川　湧人 ｵｵｶﾜ ﾕｳﾄ 福岡県 春日市 0:56:41 1:51:20
ハーフB男子 89 5045 山本　哲也 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ 三宮整形外科 福岡県 久留米市 0:50:17 1:51:48
ハーフB男子 90 5021 島田　隆一 ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ ポンズクラブ 福岡県 福岡市 0:56:15 1:52:04
ハーフB男子 91 5126 村井　克行 ﾑﾗｲ ｶﾂﾕｷ 福岡県 福岡市 0:52:17 1:52:08
ハーフB男子 92 5247 宮田　和三郎 ﾐﾔﾀ ﾜｻﾌﾞﾛｳ 福岡県 福岡市 0:52:40 1:52:10
ハーフB男子 93 5409 山田　智博 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 熊本県 大津町 0:57:05 1:52:30
ハーフB男子 94 5053 森田　竜也 ﾓﾘﾀ ﾀﾂﾔ 福岡県 北九州市 0:47:37 1:52:40
ハーフB男子 95 5561 伊藤　圭吾 ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 福岡県 春日市 0:56:41 1:52:41
ハーフB男子 96 5099 鳥羽　強 ﾄﾊﾞ ﾂﾖｼ 長崎県 佐々町 0:53:38 1:52:55
ハーフB男子 97 5236 小野内　雄 ｵﾉｳﾁ ﾕｳ 福岡県 筑後市 0:53:35 1:53:03
ハーフB男子 98 5198 石橋　健治 ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝｼﾞ 福岡県 福岡市 0:52:02 1:53:07
ハーフB男子 99 5423 土井　康太 ﾄﾞｲ ｺｳﾀ 山口県 山口市 0:53:42 1:53:14
ハーフB男子 100 5038 別府　宏一郎 ﾍﾞｯﾌﾟ ｺｳｲﾁﾛｳ 鹿児島県 鹿児島市 0:51:23 1:53:16
ハーフB男子 101 5085 永森　岳郎 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾀｹﾛｳ 熊本県 宇城市 0:51:09 1:53:44
ハーフB男子 102 5418 野口　潤 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 福岡県 久留米市 0:53:53 1:53:46
ハーフB男子 103 5138 長野　裕一 ﾅｶﾞﾉ ﾕｳｲﾁ 福岡県 北九州市 0:52:53 1:53:49
ハーフB男子 104 5079 田中　浩 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 福岡県 福岡市 0:50:01 1:54:17
ハーフB男子 105 5168 松本　龍一郎 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 福岡県 福岡市 0:50:55 1:54:29
ハーフB男子 106 5500 久保　竜太 ｸﾎﾞ ﾘｭｳﾀ 福岡県 春日市 0:59:51 1:54:49
ハーフB男子 107 5244 猿渡　篤史 ｻﾙﾜﾀﾘ ｱﾂｼ 福岡県 大牟田市 0:52:12 1:54:56
ハーフB男子 108 5196 猿渡　優希 ｻﾙﾜﾀﾘ ﾕｳｷ 福岡県 久留米市 0:55:01 1:55:00
ハーフB男子 109 5180 田部　士郎 ﾀﾍﾞ ｼﾛｳ 福岡県 北九州市 0:55:23 1:55:00
ハーフB男子 110 5056 岩田　秀雄 ｲﾜﾀ ﾋﾃﾞｵ 福岡県 福岡市 0:55:26 1:55:01
ハーフB男子 111 5107 土屋　直行 ﾂﾁﾔ ﾅｵﾕｷ 福岡県 福岡市 0:57:31 1:55:10
ハーフB男子 112 5048 蒲池　友行 ｶﾏﾁ ﾄﾓﾕｷ 福岡県 古賀市 0:49:31 1:55:14



ハーフB男子 113 5144 満武　勝嗣 ﾐﾂﾀｹ ｶﾂｼ 福岡県 福岡市 0:55:08 1:55:17
ハーフB男子 114 5066 太田　勝徳 ｵｵﾀ ｶﾂﾉﾘ 福岡県 北九州市 0:53:03 1:55:23
ハーフB男子 115 5127 横尾　和彦 ﾖｺｵ ｶｽﾞﾋｺ 佐賀県 唐津市 0:54:55 1:55:34
ハーフB男子 116 5185 東郷　雄喜 ﾄｳｺﾞｳ ﾕｳｷ 福岡県 久留米市 0:51:54 1:55:47
ハーフB男子 117 5342 大石　顕 ｵｵｲｼ ｱｷﾗ 佐賀県 基山町 0:56:06 1:55:49
ハーフB男子 118 5240 島田　幸典 ｼﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 嶋田病院 福岡県 小郡市 0:55:37 1:55:53
ハーフB男子 119 5181 浅原　洋資 ｱｻﾊﾗ ﾖｳｽｹ 熊本県 熊本市 0:52:16 1:56:04
ハーフB男子 120 5146 櫻井　眞人 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾄ 福岡県 福岡市 0:53:38 1:56:16
ハーフB男子 121 5081 松浦　健 ﾏﾂｳﾗ ｹﾝ 大分県 大分市 0:54:46 1:56:23
ハーフB男子 122 5376 末廣　健一朗 ｽｴﾋﾛ ｹﾝｲﾁﾛｳ 福岡製袋工業 福岡県 福岡市 0:55:58 1:56:30
ハーフB男子 123 5098 田村　成寛 ﾀﾑﾗ ｼｹﾞﾋﾛ 福岡県 太宰府市 0:54:25 1:56:38
ハーフB男子 124 5075 江藤　俊哉 ｴﾄｳ ﾄｼﾔ 福岡県 北九州市 0:50:10 1:56:52
ハーフB男子 125 5184 池田　将啓 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｱｷ 筑紫野市役所 福岡県 筑紫野市 0:57:04 1:56:54
ハーフB男子 126 5084 長谷川　久信 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｻﾉﾌﾞ 千鳥饅頭総本舗 福岡県 福岡市 0:53:31 1:57:02
ハーフB男子 127 5243 木村　弘毅 ｷﾑﾗ ﾋﾛｷ 佐賀県 鳥栖市 0:55:09 1:57:29
ハーフB男子 128 5058 西村　淳 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 山口県 下関市 0:52:56 1:57:31
ハーフB男子 129 5494 ディンヤリアン　シャハラムﾃﾞｨﾝﾔﾘｱﾝ ｼｬﾊﾗﾑ 福岡県 福岡市 0:55:47 1:58:11
ハーフB男子 130 5173 平井　一史 ﾋﾗｲ ｶｽﾞｼ 福岡県 福岡市 0:59:08 1:58:15
ハーフB男子 131 5143 能瀬　万里雄 ﾉｾ ﾏﾘｵ 東京都 東久留米市 0:54:03 1:58:18
ハーフB男子 132 5389 下薗　輝 ｼﾓｿﾞﾉ ﾋｶﾘ 東京都 世田谷区 0:52:50 1:58:36
ハーフB男子 133 5205 松本　健太郎 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 大分県 大分市 0:56:46 1:58:38
ハーフB男子 134 5132 中牟田　健二 ﾅｶﾑﾀ ｹﾝｼﾞ 大分県 大分市 0:56:28 1:58:43
ハーフB男子 135 5096 箕野　雄次 ﾐｲﾉ ﾕｳｼﾞ 博多陸友会 福岡県 春日市 0:55:57 1:58:48
ハーフB男子 136 5141 陰山　英隆 ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ 福岡県 福岡市 0:55:50 1:58:54
ハーフB男子 137 5182 脇山　敦 ﾜｷﾔﾏ ｱﾂｼ 福岡県 福岡市 0:56:53 1:59:08
ハーフB男子 138 5150 森下　和弘 ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ ＭＣＲ 鹿児島県 霧島市 0:53:39 1:59:28
ハーフB男子 139 5235 楠瀬　浩平 ｸｽﾉｾ ｺｳﾍｲ 福岡県 福岡市 0:55:56 1:59:45
ハーフB男子 140 5415 横尾　亘 ﾖｺｵ ﾜﾀﾙ 西南学院大学 福岡県 福岡市 0:50:29 1:59:49
ハーフB男子 141 5228 中村　光宏 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ 福岡県 筑後市 1:00:02 1:59:57
ハーフB男子 142 5192 魚瀬　秀明 ｳｵｾ ﾋﾃﾞｱｷ 福岡県 糸島市 0:56:10 2:00:07
ハーフB男子 143 5447 田原　成敏 ﾀﾊﾗ ﾅﾙﾄｼ 東京都 豊島区 0:59:36 2:00:08
ハーフB男子 144 5124 後藤　稔也 ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾔ 福岡県 大野城市 1:01:46 2:00:11
ハーフB男子 145 5104 前田　隆 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｼ 福岡県 福岡市 0:59:42 2:00:38
ハーフB男子 146 5112 田上　和裕 ﾀﾉｳｴ ｶｽﾞﾋﾛ 福岡県 福岡市 0:55:42 2:00:38
ハーフB男子 147 5123 松本　貴史 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ フィールズ 福岡県 福岡市 0:55:10 2:00:46
ハーフB男子 148 5392 牟田　雄司 ﾑﾀ ﾕｳｼﾞ 福岡県 小郡市 0:55:28 2:00:50
ハーフB男子 149 5095 松尾　友和 ﾏﾂｵ ﾄﾓｶｽﾞ 福岡県 福岡市 0:51:21 2:00:52
ハーフB男子 150 5178 田中　将之 ﾀﾅｶ ﾏｻﾕｷ 福岡県 久留米市 0:59:26 2:01:03
ハーフB男子 151 5179 木原　純平 ｷﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 福岡県 久留米市 0:59:26 2:01:04



ハーフB男子 152 5103 岩本　孝行 ｲﾜﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 福岡県 糸島市 0:54:12 2:01:04
ハーフB男子 153 5531 泊　一九男 ﾄﾏﾘ ｲｸｵ 福岡県 筑紫野市 0:58:30 2:01:19
ハーフB男子 154 5527 富田　真二 ﾄﾐﾀ ｼﾝｼﾞ 福岡県 福岡市 0:58:17 2:01:30
ハーフB男子 155 5159 木下　幹朗 ｷﾉｼﾀ ﾐｷﾛｳ 福岡県 久留米市 0:59:40 2:01:48
ハーフB男子 156 5155 八次　浩幸 ﾔﾂｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 佐賀県 佐賀市 0:56:04 2:02:15
ハーフB男子 157 5251 下見世　裕嗣 ｼﾓﾐｾ ﾕｳｼﾞ ちーむめどっく 福岡県 小竹町 0:57:13 2:02:31
ハーフB男子 158 5403 長岡　良礼 ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼﾕｷ 福岡歯科大学 福岡県 小郡市 0:59:57 2:02:36
ハーフB男子 159 5191 新郷　陽祐 ｼﾝｺﾞｳ ﾖｳｽｹ 福岡県 福岡市 0:54:00 2:02:48
ハーフB男子 160 5441 須之内　毅巳 ｽﾉｳﾁ ﾀｹﾐ 大分県 大分市 0:53:47 2:02:56
ハーフB男子 161 5512 瀬部　北斗 ｾﾍﾞ ﾎｸﾄ 熊本県 熊本市 0:53:16 2:02:57
ハーフB男子 162 5308 姜　信斗 ｶﾝ ｼﾝﾄﾞ 福岡県 大牟田市 0:54:12 2:03:09
ハーフB男子 163 5433 宮田　稔 ﾐﾔﾀ ﾐﾉﾙ 熊本県 宇城市 0:57:24 2:03:14
ハーフB男子 164 5291 西　哲也 ﾆｼ ﾃﾂﾔ 熊本県 熊本市 0:58:55 2:03:16
ハーフB男子 165 5145 齋地　義孝 ｻｲﾁ ﾖｼﾀｶ やまなし大使 福岡県 福岡市 0:59:00 2:03:25
ハーフB男子 166 5169 立山　聡 ﾀﾃﾔﾏ ｻﾄｼ 福岡県 篠栗町 0:56:26 2:03:29
ハーフB男子 167 5092 藤原　富夫 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾐｵ 福岡県 北九州市 0:49:10 2:03:37
ハーフB男子 168 5164 山田　亮二 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ 熊総当務 佐賀県 鳥栖市 0:56:13 2:03:39
ハーフB男子 169 5475 梅崎　敬生 ｳﾒｻﾞｷ ﾀｶｵ 長崎県 佐世保市 0:58:10 2:03:52
ハーフB男子 170 5193 井島　彰伽 ｲｼﾞﾏ ｼｮｳｶ 福岡県 福岡市 0:52:57 2:03:57
ハーフB男子 171 5314 立岩　照康 ﾀﾃｲﾜ ﾃﾙﾔｽ 福岡県 福岡市 0:58:30 2:04:11
ハーフB男子 172 5510 山口　晃志郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾛｳ 佐賀県 吉野ヶ里町 1:00:17 2:04:13
ハーフB男子 173 5414 藤田　雄輔 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ 福岡県 福岡市 0:53:19 2:04:24
ハーフB男子 174 5407 宮本　武 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹｼ 福岡県 久留米市 0:55:13 2:04:42
ハーフB男子 175 5258 梶山　康司 ｶｼﾞﾔﾏ ｺｳｼﾞ 福岡県 北九州市 0:55:28 2:04:43
ハーフB男子 176 5428 栗尾　祐輔 ｸﾘｵ ﾕｳｽｹ 福岡県 久留米市 0:58:59 2:04:44
ハーフB男子 177 5523 柳　知宏 ﾔﾅｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ 福岡県 筑紫野市 0:54:57 2:04:51
ハーフB男子 178 5106 井上　和弥 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾔ 東光電気工事 福岡県 古賀市 0:54:30 2:05:03
ハーフB男子 179 5119 水崎　洋介 ﾐｽﾞｻｷ ﾖｳｽｹ 福岡県 福岡市 0:58:54 2:05:22
ハーフB男子 180 5548 上野　和也 ｳｴﾉ ｶｽﾞﾔ 野間薬局 福岡県 古賀市 1:02:18 2:05:24
ハーフB男子 181 5153 中野　一世 ﾅｶﾉ ｲｯｾｲ 福岡県 北九州市 0:55:35 2:05:25
ハーフB男子 182 5262 米村　忠義 ﾖﾈﾑﾗ ﾀﾀﾞﾖｼ 長崎県 佐世保市 0:53:30 2:05:28
ハーフB男子 183 5183 樋口　明彦 ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾋｺ 福岡県 糸島市 0:56:19 2:05:38
ハーフB男子 184 5213 末田　猛士 ｽｴﾀﾞ ﾀｹｼ 大分県 中津市 0:59:50 2:05:47
ハーフB男子 185 5134 山崎　良 ﾔﾏｻｷ ﾘｮｳ 福岡県 北九州市 0:55:38 2:05:51
ハーフB男子 186 5302 岡村　英祐 ｵｶﾑﾗ ｴｲｽｹ 熊本県 熊本市 0:57:49 2:06:01
ハーフB男子 187 5227 熊木　盛二 ｸﾏｷ ｾｲｼﾞ 田川油脂 福岡県 赤村 0:57:53 2:06:23
ハーフB男子 188 5268 貫　展章 ﾇｷ ﾉﾌﾞｱｷ 八幡厚生病院 福岡県 北九州市 0:56:29 2:06:46
ハーフB男子 189 5100 姫野　浩司 ﾋﾒﾉ ｺｳｼﾞ 大分県 杵築市 0:57:37 2:06:47
ハーフB男子 190 5445 稲倉　寛仁 ｲﾅｸﾗ ﾋﾛﾋﾄ 西日本技術開発 福岡県 糸島市 0:58:08 2:06:51



ハーフB男子 191 5031 栗山　強 ｸﾘﾔﾏ ﾂﾖｼ 戸田建設（株） 福岡県 久留米市 0:56:54 2:07:03
ハーフB男子 192 5397 江頭　直輝 ｴｶﾞｼﾗ ﾅｵｷ 福岡県 粕屋町 0:56:22 2:07:05
ハーフB男子 193 5424 松本　知也 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 福岡県 福岡市 1:00:14 2:07:06
ハーフB男子 194 5364 田中　鉄男 ﾀﾅｶ ﾃﾂｵ 福岡県 小郡市 1:00:09 2:07:11
ハーフB男子 195 5456 樋口　大介 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ ＦＲＣ 福岡県 太宰府市 0:59:40 2:07:12
ハーフB男子 196 5147 鷹野　宏典 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾉﾘ 福岡県 春日市 0:57:12 2:07:25
ハーフB男子 197 5122 内田　健 ｳﾁﾀﾞ ﾀｹｼ 福岡県 北九州市 0:55:59 2:07:26
ハーフB男子 198 5502 田中　右紀 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 佐賀大学 佐賀県 武雄市 0:54:09 2:07:27
ハーフB男子 199 5223 鉄川　基通 ﾃﾂｶﾜ ﾓﾄﾐﾁ 福岡県 福岡市 1:01:22 2:07:30
ハーフB男子 200 5209 宮村　敏 ﾐﾔﾑﾗ ｻﾄｼ 熊本県 荒尾市 0:57:45 2:07:32
ハーフB男子 201 5305 日高　真純 ﾋﾀﾞｶ ﾏｽﾐ 福岡県 福岡市 1:03:42 2:07:37
ハーフB男子 202 5210 丸山　敏彦 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｼﾋｺ 福岡県 志免町 1:00:03 2:07:41
ハーフB男子 203 5174 佐野　大樹 ｻﾉ ﾀｲｷ 福岡県 北九州市 1:00:04 2:07:54
ハーフB男子 204 5156 齋藤　良平 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 福岡県 鞍手町 0:58:52 2:07:59
ハーフB男子 205 5148 後藤　了允 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 宮崎県 五ヶ瀬町 0:56:58 2:08:00
ハーフB男子 206 5229 丸山　浩二 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｼﾞ 愛知県 阿久比町 1:00:00 2:08:01
ハーフB男子 207 5158 原口　弘美 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 福岡県 福岡市 0:56:59 2:08:04
ハーフB男子 208 5386 尼崎　一樹 ｱﾏｶﾞｻｷ ｶｽﾞｷ 福岡県 福岡市 1:01:16 2:08:10
ハーフB男子 209 5551 河野　稔 ｶﾜﾉ ﾐﾉﾙ 福岡県 筑紫野市 0:54:24 2:08:10
ハーフB男子 210 5207 佐藤　浩樹 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 福岡県 福岡市 1:00:48 2:08:54
ハーフB男子 211 5080 赤澤　幹也 ｱｶｻﾞﾜ ﾐｷﾔ ラプロス 福岡県 福岡市 0:57:38 2:09:05
ハーフB男子 212 5261 高木　勇二 ﾀｶｷ ﾕｳｼﾞ 福岡県 北九州市 0:54:32 2:09:11
ハーフB男子 213 5309 村上　敬明 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｱｷ 福岡県 北九州市 0:57:41 2:09:31
ハーフB男子 214 5248 井上　太宏 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 福岡県 久留米市 1:07:42 2:09:41
ハーフB男子 215 5276 原　健志 ﾊﾗ ﾀｹｼ 長崎県 長崎市 1:01:57 2:09:54
ハーフB男子 216 5348 蒲谷　朋大 ｶﾏﾀﾆ ﾄﾓﾋﾛ 福岡県 福岡市 0:57:51 2:10:01
ハーフB男子 217 5430 原田　翔平 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 福岡県 上毛町 0:56:27 2:10:02
ハーフB男子 218 5479 鬼木　富雄 ｵﾆｷ ﾄﾐｵ 佐賀県 鹿島市 1:00:05 2:10:05
ハーフB男子 219 5217 辻　陽美 ﾂｼﾞ ﾊﾙﾐ 山口県 下関市 0:56:24 2:10:16
ハーフB男子 220 5114 中野　政夫 ﾅｶﾉ ﾏｻｵ 福岡県 北九州市 0:59:18 2:10:39
ハーフB男子 221 5446 久保　明広 ｸﾎﾞ ｱｷﾋﾛ 公務員 福岡県 筑紫野市 0:58:57 2:10:40
ハーフB男子 222 5267 自見　勇郎 ｼﾞﾐ ﾀｹｵ 福岡県 北九州市 0:58:24 2:10:41
ハーフB男子 223 5222 池畑　芳隆 ｲｹﾊﾀ ﾖｼﾀｶ 福岡県 広川町 0:59:03 2:10:49
ハーフB男子 224 5245 山本　正和 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ ヒルトン福岡 福岡県 福岡市 1:00:25 2:10:51
ハーフB男子 225 5231 宮崎　正剛 ﾐﾔｻﾞｷ ｾｲｺﾞｳ 大村走ろう会 長崎県 大村市 0:59:10 2:10:52
ハーフB男子 226 5543 矢野　輝彦 ﾔﾉ ﾃﾙﾋｺ 福岡県 朝倉市 0:59:03 2:10:55
ハーフB男子 227 5297 松永　毅彦 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｹﾋｺ ワイデーケー 福岡県 筑紫野市 1:02:57 2:11:16
ハーフB男子 228 5225 堤　豊仁 ﾂﾂﾐ ﾄﾖﾋﾄ 株式会社堤木材 福岡県 うきは市 0:55:10 2:11:23
ハーフB男子 229 5362 角屋　正明 ｶﾄﾞﾔ ﾏｻｱｷ 山口県 下関市 0:59:29 2:11:24



ハーフB男子 230 5436 合使　孝之 ｺﾞｳｼ ﾀｶﾕｷ 大分県 日田市 1:02:11 2:11:24
ハーフB男子 231 5529 山口　恒憲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾈﾉﾘ 福岡県 福岡市 1:03:30 2:11:29
ハーフB男子 232 5102 山田屋　健次 ﾔﾏﾀﾞﾔ ｹﾝｼﾞ ＫＢＲＣ 福岡県 北九州市 1:01:36 2:11:36
ハーフB男子 233 5101 下雅意　清 ｼﾓｶﾞｲ ｷﾖｼ 熊本県 熊本市 1:03:15 2:11:36
ハーフB男子 234 5310 宇野　達也 ｳﾉ ﾀﾂﾔ 熊本県 山鹿市 1:01:10 2:11:46
ハーフB男子 235 5259 清水　剛 ｼﾐｽﾞ ﾂﾖｼ 福岡県 福岡市 1:03:14 2:11:50
ハーフB男子 236 5486 村山　理一 ﾑﾗﾔﾏ ﾘｲﾁ 福岡工業大学 福岡県 小郡市 1:00:14 2:11:56
ハーフB男子 237 5339 伊東　雅人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 佐賀県 佐賀市 1:00:41 2:11:59
ハーフB男子 238 5078 加藤　健夫 ｶﾄｳ ﾀｹｵ ＳＵＭＣＯ 佐賀県 佐賀市 0:59:58 2:12:02
ハーフB男子 239 5419 後藤　佑章 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ 福岡県警察 福岡県 福岡市 0:53:24 2:12:05
ハーフB男子 240 5383 山田　信一郎 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大分県 佐伯市 1:00:31 2:12:10
ハーフB男子 241 5249 堀内　信也 ﾎﾘｳﾁ ｼﾝﾔ 熊本社労士会 熊本県 合志市 1:02:07 2:12:15
ハーフB男子 242 5292 窪田　勝次 ｸﾎﾞﾀ ｶﾂｼﾞ 鹿児島県 姶良市 1:00:21 2:12:16
ハーフB男子 243 5252 今村　晴彦 ｲﾏﾑﾗ ﾊﾙﾋｺ ＯＲＥＣ 福岡県 久留米市 0:59:52 2:12:21
ハーフB男子 244 5365 原田　晃男 ﾊﾗﾀﾞ ﾃﾙｵ 福岡県 大野城市 0:56:34 2:12:34
ハーフB男子 245 5170 丸山　伸一郎 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 福岡県 広川町 1:00:01 2:12:40
ハーフB男子 246 5216 家村　素史 ｲｴﾑﾗ ﾓﾄﾌﾐ 福岡県 久留米市 1:02:34 2:12:55
ハーフB男子 247 5188 堀　善貴 ﾎﾘ ﾖｼﾀｶ 九州旅客鉄道 佐賀県 鳥栖市 0:54:58 2:13:08
ハーフB男子 248 5334 波多江　健 ﾊﾀｴ ｹﾝ 福岡県 糸島市 1:01:56 2:13:08
ハーフB男子 249 5449 田中　淳 ﾀﾅｶ ｱﾂｼ 福岡県 岡垣町 1:02:59 2:13:09
ハーフB男子 250 5370 藤本　正明 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻｱｷ 福岡県 福岡市 1:04:01 2:13:10
ハーフB男子 251 5328 横溝　修 ﾖｺﾐｿﾞ ｵｻﾑ 福岡県 福岡市 1:02:04 2:13:14
ハーフB男子 252 5352 星野　泰史 ﾎｼﾉ ﾔｽﾌﾐ 福岡県 福岡市 1:04:51 2:13:18
ハーフB男子 253 5172 須崎　将伍 ｽｻﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 福岡県 北九州市 0:58:26 2:13:20
ハーフB男子 254 5559 平野　達也 ﾋﾗﾉ ﾀﾂﾔ 福岡県 久留米市 1:00:08 2:13:25
ハーフB男子 255 5111 瓦田　恵三 ｶﾜﾗﾀﾞ ｹｲｿﾞｳ 福岡県 宇美町 0:59:34 2:13:34
ハーフB男子 256 5369 末永　修 ｽｴﾅｶﾞ ｵｻﾑ 佐賀県 鳥栖市 1:04:01 2:13:42
ハーフB男子 257 5358 安丸　昌利 ﾔｽﾏﾙ ﾏｻﾄｼ やすまる 福岡県 福岡市 0:59:39 2:13:47
ハーフB男子 258 5387 筬島　和也 ｵｻｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 福岡県 那珂川市 1:05:21 2:13:51
ハーフB男子 259 5495 西原　慎治 ﾆｼﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 福岡県 久留米市 1:00:48 2:13:55
ハーフB男子 260 5266 上田　祥博 ｳｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 熊本県 熊本市 1:02:10 2:13:58
ハーフB男子 261 5285 森　広志 ﾓﾘ ﾋﾛｼ 福岡県 筑後市 1:03:48 2:14:01
ハーフB男子 262 5142 中田　滋寛 ﾅｶﾀﾞ ｼｹﾞﾋﾛ 熊本県 熊本市 1:04:47 2:14:24
ハーフB男子 263 5421 轟　和則 ﾄﾄﾞﾛｷ ｶｽﾞﾉﾘ 佐賀県 鳥栖市 1:03:03 2:14:35
ハーフB男子 264 5218 藤本　誠之 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 福岡県 福津市 1:02:03 2:14:49
ハーフB男子 265 5270 山口　稜太 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 福岡県 篠栗町 1:00:46 2:14:50
ハーフB男子 266 5359 宇土　勇児 ｳﾄ ﾕｳｼﾞ 熊本県 山鹿市 1:05:31 2:14:53
ハーフB男子 267 5293 中川　武裕 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 福岡県 福岡市 1:01:41 2:14:55
ハーフB男子 268 5175 諸藤　大揮 ﾓﾛﾌｼﾞ ﾀﾞｲｷ 明治学園 福岡県 久留米市 0:56:49 2:14:59



ハーフB男子 269 5353 秋吉　憲 ｱｷﾖｼ ｹﾝ 南小鉄自校 福岡県 大野城市 1:04:55 2:15:04
ハーフB男子 270 5086 吉田　和彦 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 山口県 下関市 1:03:56 2:15:19
ハーフB男子 271 5422 井上　貴公 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 三菱電機 福岡県 柳川市 1:02:03 2:15:35
ハーフB男子 272 5271 村山　真一 ﾑﾗﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 福岡県 北九州市 1:00:10 2:15:36
ハーフB男子 273 5411 米山　玲 ﾖﾈﾔﾏ ﾚｲ 福岡県 糸島市 1:03:15 2:15:36
ハーフB男子 274 5467 井手口　正直 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ﾏｻﾅｵ 福岡県 福岡市 1:03:38 2:15:52
ハーフB男子 275 5413 篠原　豪 ｼﾉﾊﾗ ｺﾞｳ 福岡県 大野城市 1:04:18 2:15:57
ハーフB男子 276 5496 石橋　啓祐 ｲｼﾊﾞｼ ｹｲｽｹ 福岡県 福岡市 1:03:37 2:16:09
ハーフB男子 277 5282 丸山　竜也 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 福岡県 福岡市 0:59:14 2:17:23
ハーフB男子 278 5250 松野　勝英 ﾏﾂﾉ ｶﾂﾋﾃﾞ ＡＣ花園 熊本県 宇土市 1:03:08 2:17:39
ハーフB男子 279 5316 蒲原　秀門 ｶﾏﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄ 福岡県 北九州市 1:03:33 2:17:42
ハーフB男子 280 5345 古嶋　徹 ﾌﾙｼﾏ ﾄｵﾙ 熊本県 大津町 1:05:48 2:17:51
ハーフB男子 281 5435 黒柳　進平 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 福岡県 福岡市 1:06:36 2:17:57
ハーフB男子 282 5163 仲道　善隆 ﾅｶﾐﾁ ﾖｼﾀｶ 仲道トーヨー 大分県 大分市 0:57:44 2:18:07
ハーフB男子 283 5344 吉田　祐一 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 大分県 大分市 1:00:05 2:18:16
ハーフB男子 284 5220 讃井　明夫 ｻﾇｲ ｱｷｵ 川崎Ｊｃ 福岡県 川崎町 1:06:12 2:18:24
ハーフB男子 285 5315 速水　能弘 ﾊﾔﾐ ﾖｼﾋﾛ 福岡県 久留米市 0:58:53 2:18:25
ハーフB男子 286 5347 野口　賢一 ﾉｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 福岡県 福岡市 1:00:36 2:18:26
ハーフB男子 287 5204 小野尾　彰 ｵﾉｵ ｱｷﾗ 富士通（株） 福岡県 福岡市 0:57:28 2:18:32
ハーフB男子 288 5398 池田　亨昌 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼｮｳ 熊本県 南関町 1:03:25 2:18:48
ハーフB男子 289 5128 木原　康二 ｷﾊﾗ ｺｳｼﾞ 福岡県 福岡市 1:05:51 2:18:58
ハーフB男子 290 5275 礒部　正美 ｲｿﾍﾞ ﾏｻﾐ 福岡県 筑紫野市 1:02:18 2:19:01
ハーフB男子 291 5135 斉藤　康輔 ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ ＮＪＣ 福岡県 春日市 1:01:39 2:19:26
ハーフB男子 292 5429 大島　優介 ｵｵｼﾏ ﾕｳｽｹ 福岡県 筑紫野市 1:00:14 2:19:46
ハーフB男子 293 5304 前山　富士博 ﾏｴﾔﾏ ﾌｼﾞﾋﾛ 福岡県 北九州市 1:04:13 2:20:13
ハーフB男子 294 5524 仙田　正文 ｾﾝﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 山口県 山口市 1:13:48 2:20:16
ハーフB男子 295 5187 岩本　悟郎 ｲﾜﾓﾄ ｺﾞﾛｳ 福岡県 筑前町 1:05:01 2:20:35
ハーフB男子 296 5477 稲益　久之 ｲﾅﾏｽ ﾋｻﾕｷ コーワコンピュ 福岡県 久留米市 1:02:07 2:20:37
ハーフB男子 297 5350 宮原　猛 ﾐﾔﾊﾗ ﾀｹｼ 福岡県 久留米市 1:07:15 2:20:39
ハーフB男子 298 5399 安倍　憲浩 ｱﾍﾞ ﾉﾘﾋﾛ 福岡県 春日市 1:05:42 2:21:09
ハーフB男子 299 5318 吉田　智之 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 宮崎県 都城市 1:03:25 2:21:14
ハーフB男子 300 5277 三谷　憲一 ﾐﾀﾆ ｹﾝｲﾁ 佐賀県 鳥栖市 0:55:12 2:21:32
ハーフB男子 301 5412 宇野　智也 ｳﾉ ﾄﾓﾔ 福岡県 福岡市 1:03:25 2:21:59
ハーフB男子 302 5393 野田　成敏 ﾉﾀﾞ ﾅﾙﾄｼ コウガンジ 福岡県 みやこ町 1:00:39 2:22:04
ハーフB男子 303 5226 松井　洋 ﾏﾂｲ ﾋﾛｼ 福岡県 福岡市 1:07:14 2:22:10
ハーフB男子 304 5264 今村　陽一 ｲﾏﾑﾗ ﾖｳｲﾁ 福岡県 福岡市 1:04:54 2:22:19
ハーフB男子 305 5224 水落　潤 ﾐｽﾞｵﾁ ﾒｸﾞﾑ 仔鹿会 佐賀県 唐津市 1:03:19 2:22:23
ハーフB男子 306 5097 冨永　泰弘 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾔｽﾋﾛ チームコロン 福岡県 福岡市 0:56:20 2:22:34
ハーフB男子 307 5166 関根　亮 ｾｷﾈ ﾘｮｳ 福岡県 福岡市 0:56:13 2:22:36



ハーフB男子 308 5406 大神　徳夫 ｵｵｶﾞﾐ ﾉﾘｵ 福岡県 福岡市 1:00:58 2:22:38
ハーフB男子 309 5319 川畑　史朗 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾛｳ 福岡県 飯塚市 1:04:35 2:23:01
ハーフB男子 310 5488 森　信介 ﾓﾘ ｼﾝｽｹ 福岡県 久留米市 1:00:16 2:23:07
ハーフB男子 311 5384 三原　慎司 ﾐﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 福岡県 福岡市 1:07:28 2:23:15
ハーフB男子 312 5294 木瀬　彰 ｷｾ ｱｷﾗ 福岡県 大野城市 1:08:00 2:23:30
ハーフB男子 313 5452 川口　大和 ｶﾜｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 海上自衛隊 長崎県 佐世保市 1:05:44 2:23:31
ハーフB男子 314 5161 原田　庄司 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 仔鹿会 佐賀県 唐津市 1:03:21 2:23:38
ハーフB男子 315 5301 下脇　芳明 ｼﾓﾜｷ ﾖｼｱｷ 鹿児島県 薩摩川内市 1:04:43 2:24:18
ハーフB男子 316 5427 松尾　久史 ﾏﾂｵ ﾋｻｼ 長崎県 長崎市 1:02:51 2:24:43
ハーフB男子 317 5432 山口　祥文 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 福岡県 小郡市 1:09:59 2:24:44
ハーフB男子 318 5453 能勢　賢二 ﾉｾ ｹﾝｼﾞ シンセイ産業 福岡県 中間市 1:00:51 2:24:49
ハーフB男子 319 5118 松井　崇 ﾏﾂｲ ﾀｶｼ 福岡県 福岡市 0:58:40 2:24:51
ハーフB男子 320 5458 萬年　孝太郎 ﾏﾝﾈﾝ ｺｳﾀﾛｳ 萬年内科 福岡県 久留米市 1:08:28 2:25:15
ハーフB男子 321 5256 末信　博志 ｽｴﾉﾌﾞ ﾋﾛｼ 福岡県 福岡市 1:03:41 2:25:29
ハーフB男子 322 5323 城戸　宏道 ｷﾄﾞ ﾋﾛﾐﾁ アステム 福岡県 福岡市 1:03:19 2:25:29
ハーフB男子 323 5238 堤　亜紀彦 ﾂﾂﾐ ｱｷﾋｺ 福岡県 太宰府市 1:06:40 2:25:41
ハーフB男子 324 5472 田中　英樹 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 福岡県 久留米市 1:12:14 2:25:48
ハーフB男子 325 5307 向田　凌汰 ﾑｺｳﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 福岡県 みやま市 0:59:36 2:25:51
ハーフB男子 326 5165 古賀　宏 ｺｶﾞ ﾋﾛｼ 福岡県 須惠町 1:06:32 2:26:01
ハーフB男子 327 5286 岸川　宏 ｷｼｶﾜ ﾋﾛｼ 熊本県 合志市 1:03:29 2:26:10
ハーフB男子 328 5087 金川　典史 ｶﾅｶﾞﾜ ﾉﾘﾌﾐ 福岡県 福岡市 1:00:07 2:26:39
ハーフB男子 329 5395 上出　紘希 ｶﾐﾃﾞ ﾋﾛｷ 福岡県 福岡市 1:09:41 2:26:41
ハーフB男子 330 5232 山口　眞史 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 福岡県 久留米市 1:04:38 2:26:57
ハーフB男子 331 5279 小森谷　謙 ｺﾓﾘﾔ ｹﾝ 福岡県 福岡市 1:00:30 2:27:01
ハーフB男子 332 5214 森　美智也 ﾓﾘ ﾐﾁﾔ 福岡県 久留米市 1:05:33 2:27:02
ハーフB男子 333 5377 坂本　航一 ｻｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ 福岡県 福岡市 0:59:16 2:27:03
ハーフB男子 334 5357 冨岡　隆史 ﾄﾐｵｶ ﾀｶﾌﾐ 野間薬局 福岡県 福岡市 1:06:29 2:27:16
ハーフB男子 335 5546 坂梨　健太 ｻｶﾅｼ ｹﾝﾀ 福岡県 福岡市 1:06:17 2:27:16
ハーフB男子 336 5320 上田　潤一 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 福岡県 福岡市 1:09:29 2:27:19
ハーフB男子 337 5326 大中　浩司 ｵｵﾅｶ ﾋﾛｼ 福岡県 春日市 1:06:50 2:28:01
ハーフB男子 338 5372 宮崎　達郎 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾂﾛｳ 福岡県 久留米市 1:04:46 2:28:02
ハーフB男子 339 5219 緒方　清隆 ｵｶﾞﾀ ｷﾖﾀｶ 福岡県 小郡市 1:03:12 2:28:05
ハーフB男子 340 5437 廣岡　健男 ﾋﾛｵｶ ﾀｹｵ 福岡県 春日市 1:05:43 2:28:07
ハーフB男子 341 5400 鳥飼　常美 ﾄﾘｶｲ ﾂﾈﾐ 福岡県 小郡市 0:56:17 2:28:12
ハーフB男子 342 5327 藤吉　弘一 ﾌｼﾞﾖｼ ｺｳｲﾁ 福岡県 久留米市 1:08:47 2:28:34
ハーフB男子 343 5265 竹内　隆輔 ﾀｹｳﾁ ﾘｭｳｽｹ 福岡県 福岡市 1:01:50 2:28:45
ハーフB男子 344 5465 奥田　繁義 ｵｸﾀﾞ ｼｹﾞﾖｼ 宮崎県 門川町 1:10:19 2:28:47
ハーフB男子 345 5295 小林　弘毅 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 福岡県 行橋市 1:01:14 2:28:47
ハーフB男子 346 5154 伊東　伸明 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞｱｷ 福岡県 北九州市 1:06:10 2:28:55



ハーフB男子 347 5008 前田　隆造 ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｿﾞｳ 福岡県 福岡市 1:08:49 2:28:58
ハーフB男子 348 5459 古賀　雅之 ｺｶﾞ ﾏｻﾕｷ 福岡県 北九州市 1:15:34 2:29:16
ハーフB男子 349 5242 鹿毛　勝治 ｶｹﾞ ｶﾂｼﾞ 名鉄運輸株 福岡県 大野城市 1:03:13 2:29:38
ハーフB男子 350 5454 恵美奈　透 ｴﾐﾅ ﾄｵﾙ 福岡県 福岡市 1:10:17 2:29:38
ハーフB男子 351 5298 久保田　博史 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｼ 福岡県 福岡市 1:01:45 2:29:48
ハーフB男子 352 5564 佐藤　慶昌 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 福岡県 福岡市 1:07:44 2:29:54
ハーフB男子 353 5237 野口　和久 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ 山九 福岡県 北九州市 0:59:43 2:30:52
ハーフB男子 354 5563 宮崎　紘州 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｸﾆ 福岡県 久留米市 1:08:52 2:31:16
ハーフB男子 355 5530 道園　正毅 ﾄﾞｳｿﾞﾉ ﾏｻﾀｶ 熊本県 阿蘇市 1:02:56 2:31:21
ハーフB男子 356 5535 古屋　健太 ﾌﾙﾔ ｹﾝﾀ 福岡県 久留米市 1:04:44 2:31:25
ハーフB男子 357 5382 渡邉　友貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ 福岡県 福岡市 1:07:41 2:31:46
ハーフB男子 358 5312 築後谷　幸則 ﾁｸｺﾞﾀﾞﾆ ﾕｷﾉﾘ 福岡県 福岡市 1:10:33 2:31:56
ハーフB男子 359 5299 中村　弘満 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐﾂ 福岡県 福岡市 1:10:21 2:32:14
ハーフB男子 360 5139 上徳　知康 ｼﾞｮｳﾄｸ ﾄﾓﾔｽ 神奈川県 大和市 1:04:29 2:32:40
ハーフB男子 361 5113 金澤　克宏 ｶﾅｻﾞﾜ ｶﾂﾋﾛ 福岡県 飯塚市 1:05:42 2:32:52
ハーフB男子 362 5405 福與　健二郎 ﾌｸﾖ ｹﾝｼﾞﾛｳ 福岡県 福岡市 1:09:49 2:32:59
ハーフB男子 363 5420 山口　智幸 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ 老松酒造 大分県 日田市 1:07:51 2:33:00
ハーフB男子 364 5455 木村　隆 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ ＫＣＰ 神奈川県 相模原市 1:12:13 2:33:10
ハーフB男子 365 5492 二宮　正巳 ﾆﾉﾐﾔ ﾏｻﾐ 福岡県 北九州市 1:09:39 2:33:18
ハーフB男子 366 5374 松本　洋一 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｲﾁ 福岡県 福岡市 1:06:19 2:34:13
ハーフB男子 367 5385 永傳　健 ﾅｶﾞﾃﾞﾝ ﾀｹｼ 福岡県 春日市 1:07:38 2:34:16
ハーフB男子 368 5290 半田　裕一 ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 福岡県社労士会 福岡県 筑前町 1:07:11 2:34:18
ハーフB男子 369 5558 秋田　慎太郎 ｱｷﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 福岡県 筑紫野市 1:14:42 2:34:30
ハーフB男子 370 5110 福田　敦 ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ 熊本県 合志市 1:07:21 2:35:23
ハーフB男子 371 5506 安東　聡一郎 ｱﾝﾄﾞｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 福岡県 福岡市 1:13:05 2:35:25
ハーフB男子 372 5263 米原　康祐 ﾖﾈﾊﾗ ｺｳｽｹ 福岡県 福津市 1:07:37 2:35:27
ハーフB男子 373 5206 前川　修二 ﾏｴｶﾜ ｼｭｳｼﾞ 福岡県 北九州市 0:59:56 2:35:46
ハーフB男子 374 5197 藤山　洋介 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾖｳｽｹ 福岡県 福岡市 0:54:53 2:35:50
ハーフB男子 375 5547 北原　大輝 ｷﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 福岡県 久留米市 1:04:48 2:36:07
ハーフB男子 376 5378 上野　浩久 ｳｴﾉ ﾋﾛﾋｻ 九州男児ＧＭＲ 福岡県 新宮町 1:09:58 2:36:10
ハーフB男子 377 5450 横溝　和美 ﾖｺﾐｿﾞ ｶｽﾞﾐ 熊本県 熊本市 1:12:29 2:36:28
ハーフB男子 378 5278 岩田　貞治 ｲﾜﾀ ｻﾀﾞﾊﾙ 福岡県 福岡市 1:01:08 2:36:48
ハーフB男子 379 5443 佐久川　嵩生 ｻｸｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 福岡県 久留米市 1:02:18 2:36:54
ハーフB男子 380 5444 大城　快晴 ｵｵｼﾛ ｶｲｾｲ 佐賀県 佐賀市 1:02:17 2:36:55
ハーフB男子 381 5120 吉家　風悟 ﾖｼｲｴ ﾌｳｺﾞ 福岡県 福岡市 1:00:01 2:37:36
ハーフB男子 382 5538 高名　郁弥 ﾀｶﾅ ｲｸﾔ 福岡県 福岡市 1:09:10 2:37:59
ハーフB男子 383 5473 吉岡　清隆 ﾖｼｵｶ ｷﾖﾀｶ 旭測量設計 福岡県 北九州市 1:14:51 2:38:02
ハーフB男子 384 5269 石田　悦郎 ｲｼﾀﾞ ｴﾂﾛｳ 福岡県 小郡市 1:15:00 2:38:08
ハーフB男子 385 5125 阿部　翔悟 ｱﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 東京都 新宿区 1:00:01 2:38:22



ハーフB男子 386 5311 光武　和寿 ﾐﾂﾀｹ ｶｽﾞﾋｻ 福岡県 直方市 1:11:45 2:38:33
ハーフB男子 387 5566 徳梅　将仁 ﾄｸｳﾒ ﾏｻﾋﾄ 福岡県 粕屋町 1:08:28 2:39:00
ハーフB男子 388 5149 小柳　直久 ｺﾔﾅｷﾞ ﾅｵﾋｻ 長崎県 長崎市 1:06:01 2:39:06
ハーフB男子 389 5246 羽丸　良虹 ﾊﾏﾙ ｸﾞｯﾄﾞﾆｼﾞ 株式会社堤木材 福岡県 うきは市 1:03:53 2:39:12
ハーフB男子 390 5478 松尾　佑紀 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 福岡県 北九州市 1:08:16 2:39:19
ハーフB男子 391 5287 河野　隆宏 ｺｳﾉ ﾀｶﾋﾛ 福岡県 福岡市 1:04:18 2:39:28
ハーフB男子 392 5272 鳥生　和弘 ﾄﾘｳ ｶｽﾞﾋﾛ 福岡県 福岡市 1:05:49 2:39:40
ハーフB男子 393 5375 稲永　勝敏 ｲﾅﾅｶﾞ ｶﾂﾄｼ 福岡県 福岡市 1:06:30 2:39:45
ハーフB男子 394 5463 中川　武文 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｹﾌﾐ 福岡県 福岡市 1:05:08 2:40:23
ハーフB男子 395 5514 釼持　優太 ｹﾝﾓﾂ ﾕｳﾀ ＡＺＣＣ 長崎県 長崎市 1:07:50 2:40:25
ハーフB男子 396 5520 上村　高宏 ｳｴﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 道草会 福岡県 大野城市 1:09:33 2:40:38
ハーフB男子 397 5417 中畔　健太 ﾅｶｱｾﾞ ｹﾝﾀ 福岡県 大野城市 1:07:43 2:40:40
ハーフB男子 398 5451 横溝　和樹 ﾖｺﾐｿﾞ ｶｽﾞｷ 熊本県 熊本市 1:11:50 2:40:50
ハーフB男子 399 5568 末永　修 ｽｴﾅｶﾞ ｵｻﾑ 佐賀県 鳥栖市 1:09:09 2:40:57
ハーフB男子 400 5516 野口　武春 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹﾊﾙ 福岡県 春日市 1:08:32 2:40:57
ハーフB男子 401 5151 大神　修一 ｵｵｶﾞﾐ ｼｭｳｲﾁ 清和会長田病院 福岡県 久留米市 1:04:49 2:40:58
ハーフB男子 402 5480 大場　正彬 ｵｵﾊﾞ ﾏｻｱｷﾗ 福岡県 福岡市 1:13:50 2:41:04
ハーフB男子 403 5325 菅　道文 ｽｶﾞ ﾐﾁﾌﾐ 福岡県 福岡市 1:07:39 2:41:14
ハーフB男子 404 5515 内藤　陽介 ﾅｲﾄｳ ﾖｳｽｹ 福岡県 福岡市 1:14:39 2:42:10
ハーフB男子 405 5469 浦川　康 ｳﾗｶﾜ ﾔｽｼ 佐賀県 唐津市 1:15:38 2:42:38
ハーフB男子 406 5346 南田　裕輝 ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾕｳｷ 福岡県 古賀市 1:00:37 2:42:39
ハーフB男子 407 5296 増岡　雄林 ﾏｽｵｶ ｲｻｼｹﾞ 福岡県 福岡市 1:11:28 2:43:02
ハーフB男子 408 5241 佐藤　一智 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾄﾓ 福岡県 福岡市 1:11:35 2:43:10
ハーフB男子 409 5233 波多　秀志 ﾊﾀ ﾋﾃﾞｼ あさひクラブ 佐賀県 鳥栖市 1:10:43 2:43:16
ハーフB男子 410 5390 小林　啓人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 佐賀県 鳥栖市 1:15:30 2:43:23
ハーフB男子 411 5468 中園　義徳 ﾅｶｿﾞﾉ ﾖｼﾉﾘ 福岡県 久留米市 1:13:35 2:43:47
ハーフB男子 412 5474 西村　拓士 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ 山口県 下関市 1:12:38 2:43:49
ハーフB男子 413 5482 中村　好修 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾐﾁ 福岡県 福岡市 1:16:04 2:44:04
ハーフB男子 414 5341 二宮　功 ﾆﾉﾐﾔ ｲｻｵ 福岡県 大野城市 1:13:41 2:44:53
ハーフB男子 415 5552 鳥井原　誠也 ﾄﾘｲﾊﾗ ｾｲﾔ 福岡県 古賀市 1:11:42 2:45:10
ハーフB男子 416 5195 山田　享二 ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳｼﾞ 福岡県 北九州市 1:10:45 2:46:18
ハーフB男子 417 5351 秋山　友希 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓｷ 福岡県 北九州市 1:10:59 2:46:38
ハーフB男子 418 5321 大嶋　雄治 ｵｵｼﾏ ﾕｳｼﾞ 福岡県 糸島市 1:12:36 2:46:40
ハーフB男子 419 5560 力丸　雄太 ﾘｷﾏﾙ ﾕｳﾀ 福岡県 久留米市 1:07:52 2:47:14
ハーフB男子 420 5466 山口　泰之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾕｷ 熊本県 合志市 1:09:32 2:47:15
ハーフB男子 421 5009 立川　詠多郎 ﾀﾁｶﾜ ｴｲﾀﾛｳ 福岡県 筑前町 1:11:41 2:47:16
ハーフB男子 422 5340 福田　章広 ﾌｸﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 福岡県 北九州市 1:18:46 2:47:21
ハーフB男子 423 5526 塚本　博史 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾛｼ 九千部会 福岡県 久留米市 1:20:55 2:47:26
ハーフB男子 424 5476 皆川　安彦 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾔｽﾋｺ 福岡県 福岡市 1:11:10 2:47:44



ハーフB男子 425 5280 中村　豪志 ﾅｶﾑﾗ ｺﾞｳｼ 日本生命 福岡県 久留米市 1:08:11 2:49:02
ハーフB男子 426 5481 岩永　俊也 ｲﾜﾅｶﾞ ﾄｼﾔ 福岡県 福岡市 1:14:00 2:49:41
ハーフB男子 427 5517 後藤　健吾 ｺﾞﾄｳ ｹﾝｺﾞ 宮城県 仙台市 1:12:40 2:49:57
ハーフB男子 428 5322 長谷川　昭寿 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋｻ 熊本県 熊本市 1:13:26 2:50:03
ハーフB男子 429 5363 小川　誠人 ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 福岡県 福岡市 1:10:58 2:50:03
ハーフB男子 430 5554 瀬戸口　利明 ｾﾄｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ 福岡県 宗像市 1:14:55 2:50:29
ハーフB男子 431 5129 田中　賢治 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 竹堂パーキング 福岡県 大野城市 1:06:29 2:52:05
ハーフB男子 432 5367 中村　好伸 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ ひなたチャプタ 福岡県 岡垣町 1:13:55 2:52:14
ハーフB男子 433 5487 野口　誠 ﾉｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 三交設備 福岡県 福岡市 1:14:42 2:53:03
ハーフB男子 434 5537 久野　信貴 ﾋｻﾉ ﾉﾌﾞﾀｶ 福岡県 糸島市 1:09:56 2:53:12
ハーフB男子 435 5200 中島　悠太 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 佐賀県 神埼市 1:05:22 2:53:21
ハーフB男子 436 5533 中嶋　隆登 ﾅｶｼﾏ ﾘｭｳﾄ 福岡県 篠栗町 1:15:53 2:54:00
ハーフB男子 437 5562 濱野　友也 ﾊﾏﾉ ﾄﾓﾔ 福岡県 福岡市 1:15:54 2:54:00
ハーフB男子 438 5324 竹下　道嗣 ﾀｹｼﾀ ﾐﾁﾂｸﾞ 福岡県 北九州市 1:15:20 2:54:35
ハーフB男子 439 5549 藤　亘 ﾄｳ ﾜﾀﾙ 福岡県 福岡市 1:16:25 2:55:13
ハーフB男子 440 5471 川渕　明男 ｶﾜﾌﾞﾁ ｱｷｵ 福岡県 福岡市 1:23:06 2:55:18
ハーフB男子 441 5567 青柳　徹 ｱｵﾔｷﾞ ﾄｵﾙ 佐賀県 佐賀市 1:06:28 2:56:04
ハーフB男子 442 5037 安岡　洸二朗 ﾔｽｵｶ ｺｳｼﾞﾛｳ 佐賀県 佐賀市 1:06:28 2:56:05
ハーフB男子 443 5490 平島　稔 ﾋﾗｼﾏ ﾐﾉﾙ クリタス 広島県 福山市 1:19:10 2:56:09
ハーフB男子 444 5186 佐藤　洋司 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 福岡県 北九州市 1:11:02 2:56:10
ハーフB男子 445 5442 重野　倫基 ｼｹﾞﾉ ﾄﾓｷ 愛宅運輸 福岡県 筑後市 1:16:29 2:56:23
ハーフB男子 446 5483 内山　純洋 ｳﾁﾔﾏ ｽﾐﾋﾛ 福岡県 みやこ町 1:16:58 2:57:11
ハーフB男子 447 5289 石川　靖夫 ｲｼｶﾜ ﾔｽｵ 松本電子工業 福岡県 北九州市 1:14:21 2:57:19
ハーフB男子 448 5255 中村　浩輔 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｽｹ 日本都市技術 福岡県 久留米市 1:09:57 2:57:46
ハーフB男子 449 5484 緒方　成年 ｵｶﾞﾀ ﾅﾘﾄｼ 福岡県 春日市 1:17:34 2:57:58
ハーフB男子 450 5470 毛利　明広 ﾓｳﾘ ｱｷﾋﾛ 長崎県 大村市 1:14:57 2:58:05
ハーフB男子 451 5194 竹下　真成 ﾀｹｼﾀ ﾏｻﾅﾘ 福岡県 福岡市 1:09:05 2:58:29
ハーフB男子 452 5438 松尾　悌弘 ﾏﾂｵ ﾖｼﾋﾛ 福岡県 久留米市 1:09:07 2:58:30
ハーフB男子 453 5565 大礒　飛翔 ｵｵｲｿ ﾋｼｮｳ 住友 福岡県 久留米市 1:13:57 2:58:30
ハーフB男子 454 5521 村田　知也 ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾔ 福岡県 福岡市 1:18:16 2:58:49
ハーフB男子 455 5509 堤　寛和 ﾂﾂﾐ ﾋﾛｶｽﾞ 学映システム 福岡県 久留米市 1:15:43 2:59:32
ハーフB男子 456 5381 山内　智博 ﾔﾏｳﾁ ﾄﾓﾋﾛ 佐賀県 鳥栖市 1:21:00 3:00:11
ハーフB男子 457 5553 梅田　恭兵 ｳﾒﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 福岡県 大川市 1:22:30 3:00:39
ハーフB男子 458 5391 長尾　真幹 ﾅｶﾞｵ ﾏｻｷ 福岡県 那珂川市 1:20:06 3:02:50
ハーフB男子 459 5331 神谷　誠 ｺｳﾔ ﾏｺﾄ 福岡県 宮若市 1:21:18 3:04:33
ハーフB男子 460 5555 上村　洋平 ｳｴﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 福岡県 福津市 1:14:13 3:06:30
ハーフB男子 461 5511 山口　正人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 福岡県 久留米市 1:21:41 3:06:45
ハーフB男子 462 5513 宮副　一之 ﾐﾔｿﾞｴ ｶｽﾞﾕｷ 佐賀県 小城市 1:18:03 3:09:33
ハーフB男子 463 5485 守　秀夫 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｵ 福岡県 春日市 1:27:28 3:10:01



ハーフB男子 464 5402 柱野　正光 ﾊｼﾗﾉ ﾏｻﾐﾂ 福岡県 福岡市 1:17:47 3:10:18
ハーフB男子 465 5288 杉木　伸也 ｽｷﾞｷ ｼﾝﾔ 福岡県 福岡市 1:17:07 3:11:03
ハーフB男子 466 5162 栗田　誠 ｸﾘﾀ ﾏｺﾄ アオゾラ 佐賀県 鳥栖市 1:16:55 3:11:31
ハーフB男子 467 5333 永野　安男 ﾅｶﾞﾉ ﾔｽｵ 熊本県 熊本市 1:25:05 3:11:42
ハーフB男子 468 5508 上田　九宝 ｳｴﾀﾞ ｸﾎｳ 熊本県 玉名市 1:27:20 3:12:48
ハーフB男子 469 5542 中島　隆 ﾅｶｼﾏ ﾀｶｼ 福岡県 久留米市 1:18:58 3:16:27
ハーフB男子 470 5518 林　堅 ﾊﾔｼ ｶﾀｼ 福岡県 筑紫野市 1:28:01 3:16:47
ハーフB男子 471 5522 土肥　憲治 ﾄﾞﾋ ｹﾝｼﾞ 佐賀県 佐賀市 1:26:39 3:25:10
ハーフB男子 472 5361 福山　勝義 ﾌｸﾔﾏ ｶﾂﾖｼ 福岡県 岡垣町 1:31:21 3:25:31
ハーフB男子 473 5556 白石　健人 ｼﾗｲｼ ｹﾝﾄ 福岡県 福岡市 1:23:27 3:32:50
ハーフB男子 474 5501 中島　成博 ﾅｶｼﾏ ｱｷﾋﾛ チームあっきー 福岡県 久留米市 1:22:43 3:33:27
ハーフB男子 475 5532 本村　賢司 ﾓﾄﾑﾗ ｹﾝｼ 福岡県 福岡市 1:32:58 3:35:10
ハーフB男子 476 5544 竹内　秀樹 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 福岡県 福岡市 1:36:15 3:38:48
ハーフB男子 477 5519 田中　英彦 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾋｺ 福岡県 久留米市 1:32:26 3:39:38
ハーフB女子 1 6002 三井　亜子 ﾐﾂｲ ｱｺ 山口県 山陽小野田市 0:49:16 1:44:20
ハーフB女子 2 6005 大石　和美 ｵｵｲｼ ｶｽﾞﾐ 福岡県 福岡市 0:48:33 1:45:20
ハーフB女子 3 6024 有働　利佳 ｳﾄﾞｳ ﾘｶ 福岡県 広川町 0:51:04 1:48:02
ハーフB女子 4 6003 梁池　真理 ﾔﾅﾁ ﾏﾘ 熊本県 熊本市 0:50:53 1:49:48
ハーフB女子 5 6010 中壽賀　有香 ﾅｶｽｶﾞ ﾕｳｶ 福岡県 北九州市 0:52:42 1:52:21
ハーフB女子 6 6090 立石　彩 ﾀﾃｲｼ ｱﾔ 福岡県 福岡市 0:55:44 1:57:11
ハーフB女子 7 6011 下田　実咲 ｼﾓﾀﾞ ﾐｻｷ 長崎県 大村市 0:54:19 1:58:12
ハーフB女子 8 6035 浦田　雅子 ｳﾗﾀ ﾏｻｺ 浦田歯科 福岡県 北九州市 0:55:51 2:00:58
ハーフB女子 9 6087 山口　加奈子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅｺ 佐賀県 吉野ヶ里町 1:00:17 2:04:12
ハーフB女子 10 6018 片山　佳菜 ｶﾀﾔﾏ ｶﾅ 愛知県 刈谷市 1:00:00 2:08:02
ハーフB女子 11 6007 塚元　昌代 ﾂｶﾓﾄ ﾏｻﾖ 鹿児島県 薩摩川内市 0:56:31 2:09:50
ハーフB女子 12 6059 小森谷　望 ｺﾓﾘﾔ ﾉｿﾞﾐ 福岡県 福岡市 1:00:43 2:10:58
ハーフB女子 13 6053 向井　美紀 ﾑｶｲ ﾐｷ 佐賀県 小城市 1:01:52 2:11:04
ハーフB女子 14 6045 岩城　瑞歩 ｲﾜｷ ﾐｽﾞﾎ 福岡県 久留米市 1:00:07 2:11:59
ハーフB女子 15 6006 冨永　優子 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳｺ 福岡県 志免町 0:55:22 2:12:11
ハーフB女子 16 6050 原田　歩 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ 福岡県 福岡市 1:04:12 2:13:12
ハーフB女子 17 6034 籾井　博子 ﾓﾐｲ ﾋﾛｺ 福岡県 春日市 1:03:28 2:13:40
ハーフB女子 18 6060 藤井　理恵 ﾌｼﾞｲ ﾘｴ 福岡県 春日市 1:02:55 2:14:22
ハーフB女子 19 6033 川上　千佳 ｶﾜｶﾐ ﾁｶ 福岡県 北九州市 1:01:46 2:15:14
ハーフB女子 20 6009 毛利　仁美 ﾓｳﾘ ﾋﾄﾐ 熊本県 熊本市 1:01:55 2:16:40
ハーフB女子 21 6022 古賀　由香 ｺｶﾞ ﾕｶ 福岡県 北九州市 0:59:45 2:16:57
ハーフB女子 22 6080 村山　薫 ﾑﾗﾔﾏ ｶｵﾙ 太宰府市包括 福岡県 久留米市 1:05:05 2:18:15
ハーフB女子 23 6056 馬崎　博美 ﾏｻｷ ﾋﾛﾐ 福岡県 筑紫野市 0:59:23 2:18:52
ハーフB女子 24 6039 蒲谷　未来 ｶﾏﾀﾆ ﾐｷ 福岡県 福岡市 1:01:44 2:18:56
ハーフB女子 25 6021 平野　七海 ﾋﾗﾉ ﾅﾅﾐ 福岡県 筑紫野市 1:04:00 2:19:04



ハーフB女子 26 6012 チョウ　カキン ﾁｮｳ ｶｷﾝ 福岡県 福岡市 1:03:20 2:19:55
ハーフB女子 27 6081 富田　博美 ﾄﾐﾀ ﾋﾛﾐ 福岡県 福岡市 1:08:45 2:20:06
ハーフB女子 28 6026 森井　多永子 ﾓﾘｲ ﾀｴｺ 京都府 京都市 1:05:55 2:20:35
ハーフB女子 29 6078 岩井田　真紀 ｲﾜｲﾀﾞ ﾏｷ 福岡県 福岡市 1:03:39 2:20:53
ハーフB女子 30 6041 田中　須美子 ﾀﾅｶ ｽﾐｺ 福岡県 小郡市 1:03:48 2:21:27
ハーフB女子 31 6072 小田　真美 ｵﾀﾞ ﾅｵﾐ 福岡県 福岡市 1:06:31 2:21:57
ハーフB女子 32 6014 竹下　容子 ﾀｹｼﾀ ﾖｳｺ 福岡県 北九州市 1:04:42 2:23:20
ハーフB女子 33 6008 平野　ルミ ﾋﾗﾉ ﾙﾐ 福岡県 水巻町 1:03:44 2:23:36
ハーフB女子 34 6055 笹倉　典子 ｻｻｸﾗ ﾉﾘｺ 福岡県 須惠町 1:05:44 2:23:45
ハーフB女子 35 6032 藤吉　友紀 ﾌｼﾞﾖｼ ﾕｷ 福岡県 筑後市 1:03:46 2:24:50
ハーフB女子 36 6049 津島　美和 ﾂｼﾏ ﾐﾜ 福岡県 福岡市 1:08:50 2:25:33
ハーフB女子 37 6077 法花堂　敏子 ﾎｯｹﾄﾞｳ ﾄｼｺ 福岡県 筑紫野市 1:06:31 2:26:07
ハーフB女子 38 6036 星野　規久子 ﾎｼﾉ ｷｸｺ 福岡県 福岡市 1:09:22 2:26:28
ハーフB女子 39 6102 大野　由加里 ｵｵﾉ ﾕｶﾘ 福岡県 福岡市 1:09:40 2:26:41
ハーフB女子 40 6079 泊　有佐 ﾄﾏﾘ ｱﾘｻ むつラン 福岡県 筑紫野市 1:03:27 2:27:57
ハーフB女子 41 6023 田上　奈々 ﾀﾉｳｴ ﾅﾅ 福岡県 福岡市 1:01:50 2:28:47
ハーフB女子 42 6073 青木　奈都貴 ｱｵｷ ﾅﾂｷ 長崎県 長崎市 1:07:41 2:29:02
ハーフB女子 43 6013 中庭　祐里 ﾅｶﾆﾜ ﾕｳﾘ 福岡県 福岡市 1:11:44 2:30:27
ハーフB女子 44 6019 冨永　笑子 ﾄﾐﾅｶﾞ ｴﾐｺ チームコロン 福岡県 福岡市 1:04:11 2:30:42
ハーフB女子 45 6004 島田　凡子 ｼﾏﾀﾞ ﾐﾅｺ 桜が丘 福岡県 福岡市 1:12:43 2:31:00
ハーフB女子 46 6071 龍造寺　佳子 ﾘｭｳｿﾞｳｼﾞ ﾖｼｺ 福岡県 福岡市 1:12:41 2:33:27
ハーフB女子 47 6048 永傳　由紀子 ﾅｶﾞﾃﾞﾝ ﾕｷｺ 福岡県 春日市 1:07:39 2:34:16
ハーフB女子 48 6066 柚木　喜代子 ﾕﾉｷ ｷﾖｺ ＹＦＲＣ 福岡県 福岡市 1:16:11 2:35:30
ハーフB女子 49 6052 齊藤　由美 ｻｲﾄｳ ﾕﾐ 福岡県 福岡市 1:09:30 2:35:30
ハーフB女子 50 6051 石田　裕美子 ｲｼﾀﾞ ﾕﾐｺ 福岡県 小郡市 1:13:51 2:36:30
ハーフB女子 51 6030 西原　美保子 ﾆｼﾊﾗ ﾐﾎｺ 福岡県 太宰府市 1:13:52 2:37:05
ハーフB女子 52 6070 竹谷　美津枝 ﾀｹﾀﾆ ﾐﾂｴ ランステ 福岡県 北九州市 1:07:13 2:37:11
ハーフB女子 53 6040 乗富　和子 ﾉﾘﾄﾐ ｶｽﾞｺ 福岡県 福岡市 1:07:40 2:38:51
ハーフB女子 54 6064 横溝　美紀 ﾖｺﾐｿﾞ ﾐｷ 熊本県 熊本市 1:13:52 2:38:54
ハーフB女子 55 6076 吉村　美歌 ﾖｼﾑﾗ ﾐｶ 福岡県 遠賀町 1:08:16 2:39:19
ハーフB女子 56 6095 平原　美由紀 ﾋﾗﾊﾗ ﾐﾕｷ 福岡県 福岡市 1:17:50 2:39:59
ハーフB女子 57 6057 権藤　優里子 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ﾕﾘｺ 佐賀県 鳥栖市 1:01:47 2:40:19
ハーフB女子 58 6091 大澤　麻奈美 ｵｵｻﾜ ﾏﾅﾐ 福岡県 春日市 1:15:40 2:40:26
ハーフB女子 59 6017 城島　理恵 ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ﾘｴ 福岡県 福岡市 1:08:03 2:41:20
ハーフB女子 60 6047 西　宏美 ﾆｼ ﾋﾛﾐ 福岡県 筑紫野市 1:10:39 2:41:47
ハーフB女子 61 6098 船宮　絵里奈 ﾌﾅﾐﾔ ｴﾘﾅ 福岡県 福岡市 1:14:39 2:42:10
ハーフB女子 62 6084 荻原　由紀子 ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｷｺ 長崎県 諫早市 1:11:43 2:43:35
ハーフB女子 63 6001 あぼ　えみり ｱﾎﾞ ｴﾐﾘ 福岡県 久留米市 1:03:06 2:43:38
ハーフB女子 64 6067 藤村　和子 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｶｺ 山口県 下関市 1:12:39 2:43:49



ハーフB女子 65 6046 原口　希子 ﾊﾗｸﾞﾁ ｷｺ 福岡県 福岡市 1:13:56 2:44:41
ハーフB女子 66 6096 志和　みゆき ｼﾜ ﾐﾕｷ 福岡県 福岡市 1:17:02 2:44:52
ハーフB女子 67 6061 津江　恵美 ﾂｴ ｴﾐ 大分県 日田市 1:14:43 2:47:54
ハーフB女子 68 6058 楫間　操 ｶｼﾞﾏ ﾐｻｵ 福岡県 久留米市 1:16:27 2:48:17
ハーフB女子 69 6075 百武　理子 ﾋｬｸﾀｹ ﾄﾓｺ 鹿児島県 指宿市 1:18:11 2:51:46
ハーフB女子 70 6086 葉山　知美 ﾊﾔﾏ ﾄﾓﾐ 福岡県 北九州市 1:18:14 2:51:58
ハーフB女子 71 6028 多久島　知佳 ﾀｸｼﾏ ﾁｶ 長崎県 長崎市 1:22:31 2:53:27
ハーフB女子 72 6037 長谷川　典子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾉﾘｺ 熊本県 熊本市 1:19:27 2:53:39
ハーフB女子 73 6015 白土　佳津子 ｼﾗﾂﾁ ｶﾂｺ 佐賀県 基山町 1:17:18 2:55:52
ハーフB女子 74 6062 池田　夕菜 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾅ 福岡県 筑後市 1:16:28 2:56:23
ハーフB女子 75 6042 樋之口　仁美 ﾃﾉｸﾁ ﾋﾄﾐ 福岡県 久留米市 1:16:35 2:57:00
ハーフB女子 76 6054 佐竹　由紀子 ｻﾀｹ ﾕｷｺ まつざわ歯科 高知県 高知市 1:12:25 2:58:35
ハーフB女子 77 6101 梅田　優貴 ｺｶﾞ ﾕｳｷ 福岡県 大川市 1:22:29 3:01:45
ハーフB女子 78 6083 原田　舞里香 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾘｶ チームあっきー 福岡県 久留米市 1:22:25 3:05:50
ハーフB女子 79 6103 安田　聡美 ﾔｽﾀﾞ ｻﾄﾐ 福岡県 福岡市 1:21:30 3:05:55
ハーフB女子 80 6097 鈴木　裕子 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ 福岡県 福岡市 1:21:01 3:05:58
ハーフB女子 81 6074 古澤　みどり ﾌﾙｻﾜ ﾐﾄﾞﾘ 福岡県 大牟田市 1:22:51 3:06:23
ハーフB女子 82 6088 安部　才織 ｱﾍﾞ ｻｵﾘ 佐賀県 鳥栖市 1:22:44 3:07:15
ハーフB女子 83 6094 村山　惠子 ﾑﾗﾔﾏ ｹｲｺ 福岡県 小郡市 1:28:07 3:07:30
ハーフB女子 84 6065 角　なつ子 ｽﾐ ﾅﾂｺ 福岡県 福岡市 1:17:01 3:16:05
ハーフB女子 85 6043 大田　今日子 ｵｵﾀ ｷｮｳｺ 福岡県 福岡市 1:23:29 3:17:06


